
本格的オーディオ・システム
構築へ向けて

（26）定電流回路の性質と使いかた①　石塚峻

右往左往しながらも上下動機構の

ステイフネスに唯一の線形近似であ

る引っ張りコイル・バネを用いて近

似分の補正をすべく，水平動機構を

上に載せる格好の防振合が出来上り

ました　水平動はすでに完成してい

たので　上下動の細部を修正しただ

けで完成．実効性のある免振機構と

してこの形式しか考えられないもの

となった　というのがこれまでの経

過です．

定電流とはどういうことか

今月からはテーマを変え，定電流

回路とはどういうものか，また　そ

れをどう使うかついて．私なりの考

えをお話することにします．

定電流回路は　エミッタ電流に比

例したGmを持つバイポーラ・トラ

ンジスタにとって，特性向上の切り

札になっています．羞動入力一端接

地出力というOpアンプ型を使う限

り，差動アンプ回路の共通エミッタ

を定電流回路にすると，桁違いに同

相抑圧比が向上します．しかし音は

よくなりません．

私だけではなく，本誌の筆者の中

でも，別府俊幸氏を初めとした多数

のかたがそう考えています．特性は

よくでも音が憩いのです．

また．コレクタ負荷を定電流化す

ると，ゲインは数桁大きくなり，自

由に設定できるエミッタ電流を大き

くすれば　スルーレイトも向上し，
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高域を大振幅で出力できるようにな

ります．カレント・ミラーイ閤‾ると，

Gmはさらに2倍になります．しか

しこれまだ特性が向上するほど音

は悪くなります．こちらも別府さん

やほかのかたがそう考えておられま

す．

それでいなから，私はスピーカは

醗一定で駆動すべきと．40年間主

張し続けてきましだ　また真空管

のヒ一夕やフィラメントは一定電流

で点火すべし．と主張してもいます．

定電流アンプ　あるいは電流出力

アンプの評価は大沢久司氏らの復元

の努力によってすでに評価が定まっ

ています．一方，真空管の定電流点

については，私が“使ってはタメ．

と申し上げている回路を使って“定

電流点火の音はよくない”というか

たもおられますが∵正しく賀電流

点火されたかたは「これしかない」と

いわれます．

まだまだ定電流回路のありかだ

どこでどう使うべきかが理解されて

いない，と感じています．

定電流回路に対する誤解

（1）定電流点火は真空管の寿命を

縮めるか

最近どうにも理解に苦しむ意見を

聞きました　フィラメント（当然直熱

管でのことでしょう）を電流（多分一定値

で）で点火すると寿命が半減する．理

由は，「電流点火だと，コンクミネー

ションがフィラメントに集まってき

て放熱が妨げられ　温度が上昇する

から」というのです．

唖然．正気を疑いました　コンタ

ミネーションが集まるとは何のこと

なのか．例によって，ネット上で珍

理論が唱えられているのでしょう

か．「波動はサイキック・バイブレー

ション，念力のことだ」の類なので

しょうか

その方面にくわしい知人に訊ねる

と．「それはネット上ではない．『MJ』

誌4月号に載った論文だ」そうで∵ネ

ット上だからといってむちゃくちゃ

な内容とは限らない”と，釘を刺さ

れました

まさかと思いつつ，同護のバック

ナンバーに当たると，ありました

筆者は米谷淳一氏「オーディオ技術

ルネサンス．源への回帰　第2回：

自分のための設計」のなかの“電圧

伝送と電流伝送地の項にありました

知人は，「ここまでひどいと，ネッ

トでは非難の嵐になるので　本気で

受けとる読者はいないのではない

か」といっていましたが現に本気

にした人がいましたから，放ってお

けないと思いましたし，まだ　これ

からの本稿の内容にも関係する問題

でもあるので他誌の記事ではあり

ますが　私の見解を述べることにし

ました文章を一字一句変えずに引

用しておきます．

「抵抗の大小とは電流ループ内の

ラ　ジオ技術



〈第1図〉J社製とG社製スピーカの音の傾向．Jはひずみ出すとすぐ飛ぶ

導体のレシオの違いだけです．どち

らの伝送も一見同じように見えます

が，電圧は導体の温度のパラメータ

であり，電流は磁束のパラメータに

比例しています．－中略　スピー

カを電流駆動することは導体の温度

変化によるブレーキを回避できます

が，その状態で駆動しっづけると，

放熱が間に合わなけれ－劫口熱してボ

イス・コイルが焼け落ちます．同様

に，真空管のフィラメントを電流駆

動すると，フィラメント付近に次第

にたまるコンタミネーション（付着異

物）で放熱が妨げられ　フォラメント

の温度が上昇していきます．その結

果，大電流のフィラメントであるほ

ど急速に寿命を締め，想定の半分に

も満たなくなります．これからもプ

＼ノ へ

磁気 回路

レーキを外すことは温度の監視が必

須になることが示されます．」

早い話．電流（一定でしょう）でスピ

ーカを鳴らすと，過熟してボイス・

コイルが焼ける，同様，フィラメン

トを輔（点火？）駆動すると寿命が

半減する．というのです．本気なの

でしょうか．この論文を月例の会で

お二人にお見せし．意見を伺いまし

たが一読“論外録ということでした

¢）スピーカが“飛ぶ病理白

もう30年以上前の話です．“1250

W／80のパワー・アンプにつか、

で　マイクを倒しても飛ばない”と

いう触れ込みで　米G社製PA用

38Cウーフアが登場しました　PA

のときにマイクを倒してもどクとも

しない耐入力特性はJ社製のそれ

＼ノヘ

： ダ
磁気回路なし

〈第2図〉発熱は電力損失に比例．磁気回路があれば放熱するが，
ボイス・コイルが裸ならあっという間に発熱する

SEP　2014

●放熱

をはるかに上回っていました　なに

せJ社製は700W出力のアンプで

も，マイクを倒したりすればボイス・

コイルは飛びましたから．

しかしながら，G社製はJ社製ほ

ど音量を出せませんでした．能率が

悪いわけではなく，第1図のように

大入力時にJ社製より極端に音圧が

頭打ちになったからです．前人力特

性に優れるのは　事故を考えるとた

いへん有難い，しかし．苦慮の頭打

ちは困る，とPA屋さんはいいます．

それはそうでしょう．

そんなわけで　電流アンプという

ものを試してみたいというので村

はずれの野原に当のG社製スピーカ

を収めたフロント・ホーンを設置し，

例の1250Wアンプと私の作った5

A出力の電流アンプで比べたもので

す．

1250Wでは∴評判どおりボリュ

ームを上げても，音量が思うように

上がりません．スピーカ近くではう

るさくても，音が遠くに飛びません．

一方，電流出力アンプは　5A出力

／80で200Wが限度ですが　音

は明らかに遠くまで届きます．1250

Wよりも200Wのアンプが　です．

それ以前に1250W駆動では聴く

に耐えないほどのひずみ感を出して

いました．

このまま入力を大きくしていき，

●放熱しない
コ
ン
タ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
　
（
？
）

／

〈第3図〉電流点火だとコンタミネーションがたまって．放熱が妨
げられて温度上昇，寿命が締まるというが…
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3 0分　 で

アンプをサチらせた場合の聴こえか

たを知りたいというので　少しづつ

電流アンプのボリュームを上げて行

きました　明らかにサチっているの

にはずなのに，音はあまり崩れませ

ん．J社製が飛ぶときは音が明らか

に崩れてからです．しかし，何の前

兆もなくプツリと音が途切れまし

た慌ててボリュームを落とします．

負荷がないまま大入力を与えると，

電流アンプは危険だからです．

調べてみると，スピーカ端子に導

通はありません．振動系をはずして

チェックすると，少なくともボイス・

コイルは焼け落ちていません．導通

もちゃんとあります．錦糸線とコイ

ルの間のハンダが溶けてしまったの

です．もちろん，ハンダを付け直す

と，生き返りました

1250Wは電圧で100V，電流で

12・5Aです・アメリカ製　とくに

PA用のパワー・アンプは連続出力

表示ではなく．せいぜい10秒程度

でヒューズが飛んでしまいます．私

の電流出力型は連続で5A出せ，電

圧が完全にサチっても5A漉せます．
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〈第4図〉
走電圧点火すると
大きな突入電流が

生じる

〈第5図〉
定電流点火ならス
イッチON後30

分くらいでようや
く定格値に近づ

く．この図は300
Bの場合

では　電流駆動だけがボイス・コ

イルを過熱させるのでしょうか．

電力を加えたぶん上昇するはずの

音圧が頭打ちになる原因は．スピー

カの損失にあります．ボイス・コイ

ル素材の比抵抗の温度係数（特に銅の

それが大きい）であったり，ダンパや

エッジのリニアl）ティの悪さ（こちら

は耐入力向上と相反性がある），ボイス・

コイルのインダクタンスによる立ち

上がり成分の欠如　がその具体例で

す．

電流馬勘ではこの損失がかなり少

なくはなりますが　電圧駆動では

VUメータの振れほどには実効電力

が加わっていないことが考えられま

す．何といっても，音は大きくなら

ずそれでいてひずみ感だけが耳につ

くのですから．

しかし，ボイス・コイルに加わる

電力，その結果による発熱・放熱と

いう順序は駆動方式によりません．

ボイス・コイルは磁気回路のギャッ

プ中で振動しています．50Hzであ

っても1秒当たり50往復1分間

では3000回です．これはまさに強

制空冷状態で　熱は磁気回路を通じ

て外部に放出されるのです．

では　ボイス・コイルを磁気回路

からはずすとどうなるか（第2図）．

たとえば公称80．25mm径のフル

レンジ用ボイス・コイルに，50Hz

／0．5V（5Vではありません），電力量

にしてわずか2Wを与えると．あっ

という間に発熱して焼けてしまいま

す．10秒と持ちません．この場合，

電圧で駆動していますがら　もちろん

温度一定になるように制御などして

くれません．発熱のもとは電力だか

らです．

ただし，特に銅線は比抵抗の温度

係数が大きく．温度が上がると電流

も減少します，また　コイルは本質

がインタクタンスなので　電流制限

（電流の頭打ち）の要素でもあります．だ

からといって，電圧駆動が温度制御

などというご大層な役目を果たせる

ものではなく．供給電力が大きけれ

ば　ボイス・コイルは焼き切れます．

焼き切れるか否かば　駆動条件では

なぐ実効電力の大小によるのです．

G社製は実効雷力を頭打ちにして

いるため飛びにくいがその代わり，

音圧はさほど大きくなりません．J

社製は早々と飛びますが　出せる音

量はG社製より大きいのです．実験

の結果は　音は圧倒的にいい．出せ

る音量が大きいのもいい，ただ“明

らかにひずむ”という前兆なしにス

ピーカが飛ぶのはとにかく困る，と

なりました　現場で音量設定を失敗

する可能性が大きくなるのはたいへ

んまずく，PA用電流アンプは実現

しませんでした

フィラメント電流点火の問題

－300Bを電流点火して

起こったこと

米谷氏の論文は　この問題を主に

いいたかったのでしょう．

ラ　ジオ技術



こうしてやっと音を出せた300B

シングル・アンプの80端子では，

ホワイト・ノイズが0．2mVp－pで

38Cウーフアに耳をつけてもハムの

ハの字もありませんでした　音は．

妙な膨らみも，鈍さのかけらもない，

シャープでいながら馬力のある音で

した

B電流を直読するメータを付けて

いましたが　3時間ほど聴いていて．

B電流はピクリとも動きませんでし

た　フフィラメントの電位差はいつ

の間にか4．95Vになりました　断

っておきますが　5Vを越えること

は1度もありませんでした　点火後

1分くらいはフィラメント電圧は

徐々に上昇していく途中ですが　音

はすでに定まっています．寝起きが

たいへんよいのです．

WE－300Bという真空管は量産を

前提とした工業製品のレヴェルでは

なく，たとえ－軽火器のようなシロ

モノなのです．10000時間通電後の

300Bはフィラメント電位差もB電

圧もまったく変わりませんでした．

それでは，工業製品であるラジオ

球ではどうか．ある若い人がトラン

ジスタ・アンプに飽きたらす　EL－

34を経て直観管を使いたくなり．

RCA球ならいいだろうと考えて，45

をかなりの数量買い込んできました．

ところが　音は汚くて鈍いし，ハム

も多い．直流電圧点火は誰にきいて

も音が悪いというから，電流点火の

仕方を教えろ．といい出しました

45ですので　必要なのは1．5A

の定電流回路です．TL431を使っ

た第7図の回路をお教えしました

音が一転してよくなったと，本人は

喜んだのですか　私は中古の並球の

品質などまったく信用していませ

ん．Gmチェッカーで測ってみれば

多分－20％ダウンの“バッド表示

でしょう．
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〈第8図〉どちらの3端子レギュレークも定電圧，定電流回路での音はよくない

しかし，実際はそんな生やさしい

ものではなく，1．5流したフィラメ

ントの電位差を製作者に訊ねたとこ

ろ2．5Vに収まっている個体は1つ

もなく，ほとんどが3V近く．大き

いものでは3．15Vもあっねという

答えでした　つまり，この45は全

品寿命がすでに尽きていて使えない

から．抜き取られた球だったのです．

「3．15Vなんて電圧では電力が大

きすぎて3カ月と持たず　断線する

よ」と脅かして，電流値を減らすよ

う説得しました科「音が悪い．断線

しょうが1．5Aを維持する」という

ことでした．規定の寿命が減るどこ

ろか，寿命はすでに尽きているので

す．45は寿命がせいぜい3000時間，

プッシュプルで18Wなどというオ

ペレーションでは1060時間がいい

ところです．

45だろうが845だろうが．電流

点火にして寿命が半減することはあ

りません．寿命が過ぎたフィラメン

トに過大電流を加えれば　それは

早々に切れるでしょう．

案外面倒な定電流回路

さて，この程度のことは私がこと

さらいわなくても，わかりそうなこ

とです．件の化学展さんは「定電流

点火を採用する人が増えておもしろ

くない人がいて，中古のエミ減球を

電流点火したらすぐにイカれた話を

吹き込まれたため，こんな珍理論を

ひねり出したのではないか」と言い

ます．

なるほどと思いますが　それにし

ても，定電流点火をちゃんと行って

いる人がそれほど多くなっていると

は考えられません．第8図のような

3斌子レギュレークは，電圧モード

にして定電圧回路にしても音ははな

はだ惑いのです．電流モードにして

定電流点火に使っても，音は決して

よくなりません．

音を悪くしない定電流回路は案

外，面倒なのです．TL431を使っ

た定電流回路はあまり音を悪くしま

せん．その代わり，改良商安定型は

特に電圧と電力損失が大きく　定電

流点火のためにそれなりの整流電源

を追加しなければなりません．問題

は定電流回路が大けさになってしま

う点で音の向上と引き替えになっ

ていたのです．

できれば内蔵トランスのヒ一夕巻

線でまかなえるくらいの効率に持っ

て行きたいものです．
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